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海外調査部 
 

 

 

 韓国･関税庁は2012年5月20日、米国との自由貿易協定（FTA）発効2カ月間の対米輸出入

動向について発表した。ジェトロでは同資料の全文を仮訳したので、参考として頂ければ

幸いである。 
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本レポートに関する問い合わせ先： 

 日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部 中国北アジア課 

 

 〒107－6006 東京都港区赤坂 1－12－32 

 TEL：03（3582）5181  

 FAX：03（3582）5309 

 Ｅ-mail：ORG@jetro.go.jp 

 

 

【免責条項】 

 本レポートは韓国・関税庁発表の「韓米FTA発効後2カ月間の対米輸出入動向」を仮訳し

たものです。本文はあくまでも仮訳であり、本レポートを参照して生じた直接、間接的も

しくは懲罰的損害および利益の喪失については、一切の責任を負いません。これは、たと

えジェトロがかかる損害の可能性を知らされている場合であっても同様とします。 
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2012年5月20日 

関税庁 報道資料 

 

韓米FTA発効後2カ月間の対米輸出入動向（仮訳） 
 
 関税庁(庁長チュ・ヨンソプ)は韓米FTA発効以後2カ月間(3月15日～5月14日)の対米輸出

入動向とFTAを利用した輸出企業事例を発表する。 

 

 

1. 対米輸出入総括 

※増加率は前年同期比実績 

 

□ 韓米FTA発効以後2カ月間の対世界輸出は934億ドル(4.0%減尐)、輸入は890億ドル(2.3%

減尐)で貿易収支は44億ドル黒字。 

 

  ○ このうち、対米輸出は111.8億ドル(11.3%増加)、対米輸入は77.3億ドル(2.0%増加)

で34.5億ドルの貿易収支黒字を記録 

 

  ⇒ 同期間の中国の経済成長鈍化およびEU財政危機の余波で対世界輸出入は減尐したが、

米国との輸出・輸入は安定的に増加 

 

                         (億ドル、カッコは前年同期比増減) 

区 分 輸出 輸入 

     対世界     934.0 (△4.0%)      889.6 (△2.3%) 

     対米     111.8 (11.3%↑)       77.3 (2.0%↑) 

      - FTA恩恵品目      42.5 (19.4%↑)       38.2 (3.4%↑) 

      - FTA非恩恵品目      69.3 (6.9%↑)       39.1 (0.7%↑) 

 

 対米輸出入主要品目をみると、 

 

  ○ 輸出の場合、自動車部品・ 石油製品などのFTA恩恵品目が増加基調を維持した反面、

無線通信機器などは減尐傾向が持続 

 

     * 輸出増加率（％）:(自動車部品) 15、(石油製品) 42、(ゴム製品) 10、(無線通信

機器) △40 

 

  ○ 輸入はFTA協定関税の適用を受ける果実類と飼料などの輸入が大幅に増加し、半導体

関連品目も持続的に輸入増加 
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     * 輸入増加率（％）:(オレンジ) 31、(レモン) 172、(飼料) 27、(半導体) 35、(半

導体製造用装置) 49 

 

  ⇒ FTA恩恵品目群の輸出入増加率が対米品目全体の増加率を上回り、対米貿易量拡大を

牽引 

 

 

2. 対米輸出分析 

 

□ 輸出部門の主要品目を調べると、 

 

  ○ (自動車・部品)  2.5～4%の関税が即時撤廃された自動車部品*の輸出は前年同期比

15%増加、対米輸出の18%を占める自動車は関税引き下げが猶予されたにも関わらず、

同様の期待心理により輸出が31%増加 

 

     * 米国バイヤーの64%はFTA締結により韓国産購買拡大および韓国への輸入先転換意

思を表明(KOTRA、'11.12月 100社を対象にした設問) 

 

  ○ (石油製品) 1バレル当たり平均52.5セントの関税が即時撤廃*されたジェット燃料

は石油製品輸出の主要品目（66％相当）として42%の増加を牽引 

 

     * ジェット燃料：5.1億ドルの輸出に対する関税削減額は200万ドル(23億ウォン相当)

と推算 

 

  ○ (ゴム製品) タイヤ・ゴム管・コムベルトなどの対米輸出好調で10%増加 

 

主要輸出品目 
輸出額(100万ドル) 前年同期比 

増減率（％） ‘11.3.15～5.14 ‘12.3.15～5.14 

自動車 1,509 1,973 31 

無線通信機器 1,918 1,159 △40 

自動車部品 803 919 15 

石油製品 538 765 42 

半導体 494 430 △13 

鉄鋼管および鉄鋼線 284 347 22 

ゴム製品 285 315 10 

建設鉱山機械 134 294 119 

繊維および化学機械 250 263 5 

コンピュータ 235 251 7 

 



4 

Copyright(C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

  ○ (繊維類) 平均10.1%の関税が即時撤廃された代表的な恩恵業種で、前年同期比7.4%

増の246百万ドルを輸出 

 

 □ 輸出部門のFTA利用推移 

 

  ○ 韓米FTAの輸出利用率*は58.7%で、他の協定の発効1年目(韓国アセアン:3.5%、韓国

インド:17.7%)と比較すると、発効初期であるにも拘らず高い水準 

 

     * FTA関税恩恵がある対象品目の輸出額のうち、実際に適用された比率で、輸出通関

時の申告資料に基づいた推定値である 

 

  ○ 昨年、韓国EU、韓国ペルーFTAの発効による韓国企業のFTA学習効果を考慮すると、

今後、韓米FTA利用率また漸進的な増加* を予想 

 

     * (韓国EU FTA累積利用率)発効後1カ月:58.7% → 2カ月:61.0% → 8カ月:67.9% 

 

 

3. 対米輸入分析 

 

□ 主要輸入品目をみると、 

 

  ○ (半導体関連) モバイル機器・ スマート家電市場が大きくなり、半導体(前年同期比

35%↑)および製造装置(49%↑)の需要が急激に増加 

 

  ○ (植物性物質) 平均5%の関税が即時撤廃された飼料は植物性物質輸入の大部分(92%)

を占め、前年同期比27.3%増加 

 

  ○ (穀物・果物類) オレンジ(穀物・果物類輸入の39%)の場合、韓米FTAに伴う協定関税

30%の適用を受けて対米輸入が31%増加、3%の輸入関税が即時撤廃された小麦(穀物・

果物類輸入の21%)は4.2%増加 

 

  ○ (肉類) 牛肉の対米輸入減尐(前年同期比7%↓)と豚肉輸入減尐(31%↓)で、肉類輸入

全体が13%減尐  

 

主要輸入品目 
輸入額(100万ドル) 前年同期比 

増減率（％） ‘11.3.15～5.14 ‘12.3.15～5.14 

半導体製造用装置 472 705 49 

半導体 509 688 35 

航空機および部品 199 405 104 
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植物性物質 382 392 3 

穀物・果物類 370 329 △11 

合金鉄・銑鉄および屑鉄 388 259 △33 

計測制御分析機 196 229 17 

石炭 318 212 △33 

肉類 241 209 △13 

その他精密化学製品 144 188 30 

 

□ 輸入部門のFTA利用推移 

 

  ○ 韓米FTAの輸入利用率は48.2%で、韓国EU・FTA2カ月間の輸入利用率(30.1%)と比較す

ると高い水準であり、発効後、着実に増加する傾向* 

 

     * 韓米FTA利用率:(発効1カ月) 44.0% → (発効2カ月) 48.2% 

 

 

4. 輸出企業のFTA利用支援 

 

□ 関税庁は「韓米FTA利用支援100日作戦」を施行(3月8日～)し、発効初期から対米輸出

入企業全体がFTAを利用するように支援中 

 

  ○ 全国の税関に「韓米FTA特別支援チーム」を24時間運営し、FTA発効以後約百万件の

対米輸出入通関*を迅速・正確に支援 

 

     * 対米輸出:127,905件(前年同期比0.9%↑)、輸入:786,074件(前年同期比9.6%↑) 

 

  ○ 協定発効後、FTA恩恵品目を輸出した6,100社余りの企業を全数調査し、企業支援政

策の効果を点検し追加対策を立案するのに利用 

 

  ○ 韓米FTA批准案が通過した昨年11月から税関職員および民間FTAコンサルタントを動

員して、政府の支援が必要な対米中小輸出企業8,000社余り*を対象に訪問コンサル

ティングおよびFTA利用情報提供中 

 

     * 2011年度基準で対米輸出企業全体の47%に達する水準 

 

□ また、韓米FTA発効2カ月間の動向と共にFTAを積極的に利用する先導企業の事例を発掘

して普及させる 

 

     →添付:「韓国の輸出企業の韓米FTA利用事例」参照 



6 

Copyright(C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

ⅰ) FTAを通じて輸出産業の“ヒドゥン・チャンピオン(Hidden Champion)"に 

ⅱ)韓米FTAで値下げ圧力の波を乗り越える 

ⅲ)原産地証明？ 難しくない! 

 

  ○ これを通じて、韓国企業の関心を誘導し、FTA利用を促進するなど韓国企業が韓米FTA

を利用する上で困難がないように積極支援する 
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事例1  
FTAを通じて輸出産業の“ヒドゥン・チャンピオン(Hidden 
Champion)"に 

 

 

□ 京畿道安城に所在するL社は半導体・ディスプレー・太陽光などの製造工程に搭載され

る“真空ポンプ”を製造する企業で、 

 

  ○ 海外現地法人を通じて、輸出全体の85%以上(‘11年基準)をドイツ・米国に輸出する

と同時にS電子協力業者として真空ポンプを納品(売上高依存度80%以上) 

 

□ 去年、韓国EU・FTA発効に備えて、関税庁の「原産地事前診断サービス」を申請し、実

際の原産地検証段階に合わせて、原産地管理実態の点検を受け、EU側の検証リスク

を解消 

 

  ○ 税関から原産地管理能力がある「認証輸出事業者」に指定(‘11. 5月)を受け、韓国

EU FTA発効以後、EU側輸入バイヤーが関税率0％を即時適用受ける 

 

  ○ 韓国EU・FTA発効によりL社もまたEUからの原材料輸入時に年間4億ウォン余りの関税

削減および通関所用時間縮小の効果を得ている 

 

□ 韓国EU・FTAを成功的に活用した自信を土台に、韓米FTAを通じ自社輸出製品の米国市場

へのアクセスを高め、価格競争力を回復 

 

     * L社の主要輸出物品の真空ポンプ関税率(2.5％)が即時撤廃 

 

  ○ FTA発効以後、現在の対米輸出額は20万ドルで、今年の対米輸出実績は前年対比30%

以上増加するものと展望 

 

  ○ またS電子（株）への納品時の体系的な原産地確認書の発給・管理で信頼を獲得し、

安定的に取引先を維持した結果、売上高全体* が増加 

 

     * 2011年度660億ウォン→ 2012年度第1四半期現在230億ウォン (前年同期比40%↑) 

 

□ L社は韓国の輸出産業の隠された強小企業(Hidden Champion)としてFTAを利用して、輸

出国多角化を模索している 

 

  ○ また、下位協力企業とも有機的な協力体制を構築し、原産地教育を強化してFTA利用

現場のノウハウを協力業者に伝える計画 
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事例2  韓米FTAで値下げ圧力の波を乗り越える 

 

 

□ P社は美しいデザインと最高の品質で世界的に有名な米国ドア会社メイスンナイト

(Masonite)にドア・フレームを納品する釜山所在の輸出製造業者 

 

□ この会社は主力輸出品目のドア製品の米国側関税率5.9%が協定発効により即時撤廃が

適用されることにより韓米FTAに関心を持っていたが、 

 

  ○ FTA原産地を管理できる職員が事務職1人しかおらず、専門担当人材の不足でFTAを利

用しにくい状況 

 

□ 韓米FTA発効直前(‘11. 12月)に米国側輸入バイヤーから輸出単価の10%引き下げの圧

力を受け、代案を模索している間、会社存立の突破口として韓米FTA利用を検討 

 

  ○ FTAを利用すればドア製品に適用される5.9%の関税が即時撤廃され、‘11年度対米

輸出額基準で年間30万ドル(ウォン換算で3.4億ウォン相当)の関税が削減されると推算

し、FTA利用を準備し始めた 

 

□ 協定発効即時にFTA恩恵を享受できるように釜山税関のコンサルティングを通じて、原

産地基準を充足した韓国産製品であるとの確認受け、米国税関の原産地検証に備えて、

不安を解消 

 

  ○ 供給される原材料の原産地を確認し原産地管理マニュアルを揃え、米国側バイヤー

が輸入通関時にFTA恩恵を得られるように韓米FTA原産地証明書を発給 

 

  ○ 現在は原産地管理能力向上のために内部職員のオン・オフラインFTA教育の履修を支

援し、FTA専門担当人材拡充を推進 

 

 □ 同事例は10％の値下げ圧力に対して‘FTAを利用した関税恩恵’を交渉カードとして

提示して賢く対処した事例 

 

  ○ CEOの関心と確信を後押しすることで、別途の価格引き下げなしで交渉を成功させ、

win-winの基盤を構築 
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事例3  原産地証明？ 難しくない! 

 

□ 釜山所在H社は配管および計測制御分野で使うフィッティング・バルブなどTubing 

Systemを製造し、造船・海洋、石油化学、半導体、天然ガス、鉄道車両など多様な産

業に提供する輸出企業 

 

  ○ 昨年1年間、この会社がフィッティング・バルブを輸出した相手国だけでも全世界43

カ国に達する 

 

□ 発効2カ月目に入った韓米FTAを積極的に利用し、2012年第1四半期の対米輸出は前年同

期比32%増加 

 

  ○ これはH社の役職員がFTAに対して大きい関心を持ち、FTAを利用するために長い間、

学習して準備したことにより可能となった 

 

  ○ FTA利用に伴う恩恵を把握し、協定上の基準により原産地を韓国として認められるよ

うに管理体系を構築 

 

□ 特に、効率的な原材料管理と輸出物品の迅速・正確な原産地判定のために「自社原産地

システム」を構築し、原産地業務の電算化を実現 

 

  ○ FTA-PASS*をベンチマーキングしたこのシステムは、輸出申告番号またはインボイス

番号を入力すれば原材料データと連動して、該当輸出品の原産地を自動判定して原

産地証明書を自己発給する 

 

     * 中小企業の原産地管理能力向上のために関税庁が開発・無料普及する原産地管理シ

ステム 

 

□ この会社は2006年に対米輸出を始めて以来、2010年から韓米FTA発効に備え、米国市場

開拓のために戦略的にアプローチし、 

 

  ○ 他の競合者に比べて一足早く米国市場を先行獲得できた 

 

  ○ 今年も米国輸出が30%以上増加すると期待しており、殺到する注文に工場をフル稼働

して新たな全盛期を築いている。 

 



 

アンケート返送先    FAX： 03-3582-5309 

e-mail： ORG@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 中国北アジア課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：韓米 FTA発効後 2カ月間の対米輸出入動向（仮訳） 

報告書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ

選定などの参考にさせていただきます。 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「韓米 FTA発効後 2カ月間の対米輸

出入動向（仮訳）」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想

をご記入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

お名前 

 

※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただき

ます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いた

します。 

～ご協力有難うございました～ 


